
（認定順、敬称略）

ブロック 都道府県 氏　　　名 所　　　属

小田島　道朗 （公社）北海道国際交流・協力総合センター　交流・協力部

和島　朋広 (公財)札幌国際プラザ　企画事業部グローバル事業課

川上　美也子 （公財）札幌国際プラザ企画事業部MICE振興課

杉本　彩 （公財）札幌国際プラザ多文化交流部推進課

福原 豊之 登別市総務部企画調整グループ　交流活動専門員

上仙　純也 岩見沢市経済部観光物産振興課

境　有紀子 （公財）札幌国際プラザ多文化交流部推進課

松居　慶子 （公社）北海道国際交流・協力総合センター（HIECC／ハイエック）

本間　あゆ美  公益財団法人札幌国際プラザ多文化交流部推進課

丹野　雅弘 宮城県気仙沼保健福祉事務所

須藤　伸子 (公財)仙台観光国際協会

菊池　哲佳 (公財)仙台観光国際協会国際化事業部国際化推進課

岩手県 川村　央隆 (公財)岩手県国際交流協会

太田  良行 NPO法人矢島フォーラム

武石　牧子 （公財）秋田県国際交流協会

土谷　志保 （公財）秋田県国際交流協会

須向　敏子 (公財)いわき市国際交流協会

山口　祥枝 福島県保健福祉部薬務課

清水　由美子 (公財)柏崎地域国際化協会

藤田　雅善 新発田市役所

茨城県 大平　妙 守谷市生活経済部市民協働推進課

柿沼　紀子 鹿沼市総務部情報管理課

江崎　章子 鹿沼市国際交流協会

小松　パトリシア　紘美 栃木県国際サポートセンター

田島　亮子 （公財）栃木県国際交流協会

群馬県 鷺谷　亨信 高崎市総務部スポーツ課付

濱野　ちひろ 越谷市国民健康保険課

倉科　宏明 埼玉県越谷市パスポートセンター

池浦　恵 ウェルパーク薬局東浦和駅前店

高橋　伸行
船橋市市長公室国際交流課

(特活)多文化共生マネージャー全国協議会
津田　拓哉 船橋市高根台出張所

末房　由美子 (公財)千葉市国際交流協会

中島　康次 浦安市市民経済部地域ネットワーク課国際交流係

金　淑花  NPO法人流山市国際交流協会外国語支援事業部

石川　秀樹 清瀬市議会議員

山浦　育子 荒川区国際交流協会

杉田　理恵 東村山市市民相談・交流課

石井 秀典 大田区産業経済部産業振興課

吉村　純 （一財）日本国際協力センター（JICE)　研修事業部多文化共生課

段塚　克志 東京都台東区役所

増田　大  （一社）日本国際協力センター　国際協力推進部国際協力推進課

長倉　美紀  世田谷区生活文化部国際課

中西　健一郎 相模原市役所

藤井　美香 (公財)横浜市国際交流協会

諏訪  淳美 (公財)かながわ国際交流財団 多文化共生協働推進グループ

小西　永里子 （公財）大和市国際化協会

石川　和友 （公財）大和市国際化協会

加藤　順彦 （一社）多文化リソースセンターやまなし

長坂　香織 多文化社会の保健医療を考える会JUNTOS（山梨県）

長野県 林　光洋 駒ヶ根市産業部商工振興課
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ブロック 都道府県 氏　　　名 所　　　属

中村　則明 (公財)とやま国際センター　国際交流課

日南田　美幸 富山市民国際交流協会

宮田  妙子 NGOダイバーシティとやま

森　啓子 （一財）自治体国際化協会石川県支部

綾　美寿恵 小松市国際交流協会

本田 昌代 小松市国際交流協会

山田　菜摘 小松市役所国際都市推進課

福井県 中須賀　美幸 越前市国際交流協会

長谷川　明子 美濃加茂市市民協働部文化振興課

山本　哲也 岐阜市市長公室秘書課

春成　浩治 岐阜県企業誘致課

各務　眞弓 （特活）可児市国際交流協会

堀　敏和 美濃加茂市産業振興部産業振興課

山崎　静奈 岐阜市役所

富田　清一郎 岐阜県林政部県産材流通課販路拡大係

福川　香織 （公財）岐阜県国際交流センター

鈴木　秀一 静岡市保健福祉長寿局健康福祉部障害者福祉課

加山　勤子 (公財)静岡県国際交流協会

宮本　記世乃 静岡市国際交流協会

キクヤマ　リサ (公財)浜松国際交流協会（ＨＩＣＥ）

和田　祐哉 浜松市役所

石黒　幸子 静岡市国際交流協会

吉川　康穂 焼津市教育委員会焼津公民館

鈴木　ゆみ （一社）磐田国際交流協会

芹澤　香里 御殿場市国際交流協会

白木　賢次 豊川市企画部秘書課

平井　佳子 犬山市経済環境部観光交流課

塚本　江美 (公財)豊田市国際交流協会

間嶋　康之 豊橋市産業部観光振興課

土井　佳彦 NPO法人多文化共生リソースセンター東海

大島　ヴィルジニア　ユミ 犬山市経済環境部観光交流課

奥谷　雪江 犬山市健康福祉部福祉課

若子　尚弘 豊橋市役所

加藤　理絵 （公財）名古屋国際センター交流協力課

斎藤　浩美 （公財）豊田市国際交流協会

高橋　恵子 小牧市国際交流協会

長尾　晴香 Ｖｉｖａおかざき！！

松本　里美 （特活）シェイクハンズ

清長　摩知子 ＮＰＯ法人アジャスト　さくら教室
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ブロック 都道府県 氏　　　名 所　　　属

宮原　浩二 四日市港管理組合　経営企画部振興課

堀切　孝良 三重県雇用経済部国際戦略課

関島  博 笹川地区協議会（地域団体）

辻　幸則 伊賀市役所

古市　直之 三重県総務部財政課

深尾　秀一 滋賀短期大学幼児教育保育学科

武田　智光 滋賀県立彦根東高等学校

林　敬治 滋賀県立国際情報高校

大河原　佳子 甲賀市国際交流協会

高野　花子 (公財)京都市国際交流協会総務課

大久保　雅由 城陽市国際交流協会

近藤　徳明 （公財）京都府国際センター事業課

蓮佛  明子 城陽市国際交流協会

木林  愛美  (公財)京都市国際交流協会事業課

笠間　絹子 京郷インターナショナル

柴垣　禎 （特活）多文化共生マネージャー全国協議会

大和　勇三 茨木市市民文化部人権・男女共生課

金　和子 （特活）とんだばやし国際交流協会

吉川  友香 (公財)大阪府国際交流財団　企画推進課

橋本　義範 ＮＰＯ法人おおさかこども多文化センター

野村　由紀子 （特活）篠山国際理解センター

下村　成子 （公財）西宮市国際交流協会

本田 文代 NPO法人　場とつながりの研究センター

高山　裕美 （公財）西宮市国際交流協会

岸田　尚子 NPO法人にほんご豊岡あいうえお

谷島 恵 （公財）神戸国際協力交流センター総務部総務課

内垣　亜弥 兵庫県伊丹市都市ブランド・観光戦略課

青木　威 西宮市役所

小寺　真由美 （公財）しまね国際センター　総務・交流課

目次　敦美 （社福）島根ライトハウス　ライトハウスライブラリー

西田　祐子 出雲市役所

芝　由紀子 雲南市国際文化交流協会

木谷　恵子 出雲市役所

松田　葉子  NPO法人メンターネット行政書士

森　淳 所属なし

伊藤　美智代 ひまわり２１　ワールド・キッズ・ネットワーク

小川　順子 （公財）広島平和文化センターほか

間瀬　尹久 （公財）東広島市教育文化振興事業団

明木  一悦 NPO法人安芸高田市国際交流協会

宮野　宏子 NGOふくやま日本語教室「ともだちひろば」

建道　文子 広島市役所

松脇　由美 広島県福山市役所市民局市民部市民課

倉田　耕三 廿日市市国際交流協会

奥村　玲子 こどものひろばヤッチャル

田中　沙織 （公財）山口県国際交流協会

越口　みゆき （公財）山口県国際交流協会

西川　亜里 まんのう町国際交流協会

谷　祐喜子 （公財）香川県国際交流協会
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ブロック 都道府県 氏　　　名 所　　　属

一徳　仁 北九州市役所

福田　淳司 北九州市教育委員会中央図書館奉仕課

塩澤　亮介 北九州市企画調整局政策部企画課

永田　教子 北九州市門司区役所総務企画課

髙橋　典子 北九州市企画調整局国際部国際政策課

平城　信明 （公財）北九州国際交流協会

北御門　織絵 佐賀県地域交流部国際課交流担当

伊東　あゆみ 佐賀市経済部観光振興課

矢冨　明徳 （公財）佐賀県国際交流協会

本村　実枝子 （公財）佐賀県国際交流協会

上田　真実 （一財）熊本市国際交流振興事業団

設楽　聡 水俣市総務部財政課

宮崎県 新宮　有子 都城市総合政策部国際化推進室

福永　秋実 （公財）鹿児島市国際交流財団

内匠　優里菜 （公財）鹿児島市国際交流財団

山下　純子 （公財）鹿児島県国際交流協会

鮫島　真由美 （公財）鹿児島県国際交流協会

稲冨　郁夫 鹿児島県庁（環境林務部森林経営課）

直岡　佳奈 所属なし

喜納　高宏 おきなわ多文化共生のまちづくり振興会

眞壁　由香 （一社）沖縄市国際交流協会

江口　隆通 上海稲承教育科技有限公司

前田　クリスティーン　梨菜 （一財）自治体国際化協会

中山　孝吉 （一財）自治体国際化協会

山城　拓也 （一財）自治体国際化協会

ハナコ　マーガレット　スズキ （一財）自治体国際化協会

そ
の
他

※この名簿は、同意をいただいた方のみ掲載させていただいております。個人情報であることをご留意いただき、複写
あるいは譲渡などの行為は禁止とさせていただきます。
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